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1. 2023年3月期第3四半期の連結業績（2022年4月1日～2022年12月31日）

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は、対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益
親会社株主に帰属する

四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

2023年3月期第3四半期 133,759 4.9 5,705 △7.8 5,958 △8.6 3,871 △17.5

2022年3月期第3四半期 127,545 3.0 6,190 3.7 6,519 5.1 4,695 8.6

（注）包括利益 2023年3月期第3四半期　　3,899百万円 （△15.2％） 2022年3月期第3四半期　　4,598百万円 （8.1％）

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後

1株当たり四半期純利益
円 銭 円 銭

2023年3月期第3四半期 87.87 ―

2022年3月期第3四半期 106.57 ―

（注）当社は、2021年10月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。前連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定し
て、「１株当たり四半期純利益」を算定しております。

(2) 連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

2023年3月期第3四半期 55,311 26,699 48.3

2022年3月期 54,145 24,747 45.4

（参考）自己資本 2023年3月期第3四半期 26,699百万円 2022年3月期 24,594百万円

2. 配当の状況

年間配当金

第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

2022年3月期 ― 35.00 ― 19.00 ―

2023年3月期 ― 19.00 ―

2023年3月期（予想） 19.00 ―

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

（注）2022年３月期期末配当の内訳（普通配当17円50銭、特別配当１円50銭）

（注）当社は、2021年10月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。2022年３月期の第２四半期以前の配当金につきましては、当該
株式分割前の実際の配当金の額を記載しております。

3. 2023年 3月期の連結業績予想（2022年 4月 1日～2023年 3月31日）

（％表示は、対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益
親会社株主に帰属する

当期純利益
1株当たり

当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 180,000 6.8 7,700 3.4 8,000 1.6 5,400 2.7 122.55

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無



※ 注記事項

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動） ： 無

新規 ― 社 （社名） 、 除外 ― 社 （社名）

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 有

（注）詳細は、添付資料の７ページ「四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用」を参照してください。

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 無

② ①以外の会計方針の変更 ： 無

③ 会計上の見積りの変更 ： 無

④ 修正再表示 ： 無

(4) 発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 2023年3月期3Q 44,063,754 株 2022年3月期 44,063,754 株

② 期末自己株式数 2023年3月期3Q 446 株 2022年3月期 424 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2023年3月期3Q 44,063,322 株 2022年3月期3Q 44,063,354 株

（注）当社は、2021年10月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。前連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮
定して、「期末発行済株式数」、「期末自己株式数」及び「期中平均株式数」を算定しております。

※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

上記及び資料に記載した業績予想は、本資料の発表日現在における将来に関する前提・見通し・計画に基づく予想であり、リスクや不確定要素を含んだもので
あります。実際の業績は様々な重要な要素により、大きく異なる結果となる可能性があります。なお、上記業績予想に関する事項は、添付資料２ページ「１．当四
半期決算に関する定性的情報（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧下さい。
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１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する説明

　当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症による行動制限の緩和等に伴

い、経済活動に回復の兆しがみられたものの、資源エネルギー価格の高騰、急激な円安の影響による物価上

昇、世界的な金融引締め等により、依然として先行きが不透明な状況が続いております。小売業界におきまし

ては、新型コロナウイルス感染症の行動制限が緩和される中、エネルギー価格や原材料価格の上昇に伴い、多

岐にわたる商品価格の相次ぐ値上げで個人消費の停滞が高まる恐れがあるなど、厳しい経営環境が続いており

ます。

  このような経営環境のなかで、当社グループは、お客様、従業員の安全・健康を最優先に考え、感染防止策

を全店舗において実践してまいりました。また、当社のグループ方針である「『儲ける力』に更に磨きをかけ

る」を経営テーマに、人づくり、組織づくりの再構築を図ると共に、売上から利益重視の経営に努め、収益力

の拡大に取り組みました。

  以上の結果、当社グループの当第３四半期連結累計期間の売上高につきましては、新規出店等による増収効

果により、 133,759百万円（前年同期比 4.9％増）と堅調に推移しましたが、利益面におきましては、エネル

ギー価格の高騰に伴う光熱費の相次ぐ値上げによる費用増加等により、営業利益は 5,705百万円（前年同期比 

7.8％減）、経常利益は 5,958百万円（前年同期比 8.6％減）、親会社株主に帰属する四半期純利益は 3,871

百万円（前年同期比 17.5％減）となりました。

（２）財政状態に関する説明

（資産、負債、純資産の状況）

  当第３四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ 1,165百万円増加し 55,311百万円とな

りました。負債につきましては、前連結会計年度末に比べ 786百万円減少し 28,611百万円となりました。純

資産につきましては、前連結会計年度末に比べ 1,952百万円増加し 26,699百万円となり自己資本比率は 

48.3％となりました。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

2023年３月期（通期）の連結業績予想につきましては、2022年５月13日発表の公表値から変更はありません。
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（単位：百万円）

前連結会計年度
(2022年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2022年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 17,033 13,970

売掛金 3,992 5,499

商品及び製品 6,854 9,069

その他 1,627 1,498

貸倒引当金 △10 △8

流動資産合計 29,498 30,030

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 23,207 23,997

減価償却累計額 △14,830 △15,396

建物及び構築物（純額） 8,376 8,600

機械装置及び運搬具 2,013 2,006

減価償却累計額 △1,554 △1,562

機械装置及び運搬具（純額） 458 444

土地 5,086 5,166

建設仮勘定 143 16

その他 6,961 7,363

減価償却累計額 △5,289 △5,675

その他（純額） 1,672 1,688

有形固定資産合計 15,737 15,916

無形固定資産

のれん 437 403

その他 294 284

無形固定資産合計 731 687

投資その他の資産

投資有価証券 417 395

敷金及び保証金 5,525 5,837

繰延税金資産 2,133 2,359

その他 274 265

貸倒引当金 △173 △181

投資その他の資産合計 8,177 8,676

固定資産合計 24,647 25,281

資産合計 54,145 55,311

２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表
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（単位：百万円）

前連結会計年度
(2022年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2022年12月31日)

負債の部

流動負債

買掛金 8,479 10,053

短期借入金 8,000 7,000

未払法人税等 1,180 241

賞与引当金 1,081 360

その他 4,571 4,504

流動負債合計 23,313 22,159

固定負債

長期借入金 1,300 2,300

役員退職慰労引当金 731 78

再評価に係る繰延税金負債 42 42

資産除去債務 2,192 2,230

退職給付に係る負債 807 842

その他 1,010 958

固定負債合計 6,084 6,452

負債合計 29,398 28,611

純資産の部

株主資本

資本金 1,785 1,785

資本剰余金 2,905 2,783

利益剰余金 20,415 22,614

自己株式 △0 △0

株主資本合計 25,106 27,183

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 203 200

土地再評価差額金 △514 △514

為替換算調整勘定 △196 △168

退職給付に係る調整累計額 △4 △1

その他の包括利益累計額合計 △511 △483

非支配株主持分 152 －

純資産合計 24,747 26,699

負債純資産合計 54,145 55,311
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（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間
(自　2021年４月１日
　至　2021年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　2022年４月１日

　至　2022年12月31日)

売上高 127,545 133,759

売上原価 95,625 101,075

売上総利益 31,919 32,684

販売費及び一般管理費 25,729 26,978

営業利益 6,190 5,705

営業外収益

受取利息 1 1

受取配当金 2 3

受取手数料 112 120

投資有価証券売却益 79 0

協賛金収入 118 181

その他 197 80

営業外収益合計 512 386

営業外費用

支払利息 23 21

為替差損 － 15

貸倒引当金繰入額 4 15

固定資産処分損 95 67

その他 60 13

営業外費用合計 183 133

経常利益 6,519 5,958

特別損失

減損損失 16 131

投資有価証券評価損 11 －

役員退職慰労金 － 500

関係会社株式評価損 6 －

特別損失合計 33 631

税金等調整前四半期純利益 6,485 5,327

法人税等 1,801 1,455

四半期純利益 4,684 3,871

非支配株主に帰属する四半期純損失（△） △11 －

親会社株主に帰属する四半期純利益 4,695 3,871

（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書

（四半期連結損益計算書）

（第３四半期連結累計期間）
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（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間
(自　2021年４月１日
　至　2021年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　2022年４月１日

　至　2022年12月31日)

四半期純利益 4,684 3,871

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △80 △2

為替換算調整勘定 △19 27

退職給付に係る調整額 14 3

その他の包括利益合計 △85 28

四半期包括利益 4,598 3,899

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 4,610 3,899

非支配株主に係る四半期包括利益 △11 －

（四半期連結包括利益計算書）

（第３四半期連結累計期間）
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（３）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

 　 該当事項はありません。

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

　　該当事項ありません。

（四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用）

税金費用の計算

　税金費用については、当第３四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計

適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。
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